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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液透過性を有する表面シートと、液不透過性を有する防漏シートと、これら両シート間
に介在された液保持性を有する吸収体とを備え、これらの幅方向の両側部に立体ガード部
とレッグフラップ部とが形成され、このレッグフラップ部の幅方向の中間領域に前後方向
に沿って弾性部材が配置されている吸収性物品において、
　前記レッグフラップ部の前後方向に沿って並行するように複数本の弾性部材がそれぞれ
配置され、これら最内側の弾性部材と最外側の弾性部材との間の領域に折り返し部が形成
され、この折り返し部より内側の弾性部材は前記レッグフラップ部を起立させ、前記立体
ガード部の基部は前記表面シートに固定されている吸収性物品。
【請求項２】
　前記レッグフラップ部の前記折り返し部より外側部分が裏面側に折り返されている請求
項１記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記レッグフラップ部の前記折り返し部より内側部分と前記立体ガード部との間に断面
略Ｖ字形状の防漏溝が形成されている請求項１又は請求項２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記立体ガード部が液透過性材料で形成されていることを特徴とする請求項１乃至請求
項３のいずれかに記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、使い捨ておむつや生理用ナプキンや失禁パッド等の吸収性物品に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、図６に示すような使い捨ておむつ１が広く用いられている。この使い捨ておむつ１
は、液透過性の表面シート２と、液不透過性の裏面シート３と、これら両シート２，３間
に介在された液保持性の吸収体４とを備えている。また、この使い捨ておむつ１には、股
下部の側部からの洩れを防止するために、上記吸収体４の幅方向の両側縁の表面シート２
上に帯状のシート材により形成された立体ガード部５，５が配設されている。さらに、こ
の使い捨ておむつ１には、立体ガード５の基部から幅方向外側に延在されたレッグフラッ
プ部６，６が形成されている。そして、レッグフラップ部６にレッグギャザーを形成して
レッグ部からの漏れを防止している。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、図７に示すように、上記した使い捨ておむつ１を身体（図中一点鎖線で示
す）に装着した場合、レッグギャザーが配設されたレッグフラップ部６と立体ガード部５
の間に形成される空間体積は小さく、立体ガード部５を越えた尿・便等の排泄物はわずか
な外力によって股下部から漏れ出すおそれがあった。
【０００４】
そこで、本発明は、簡便な方法でレッグフラップ部と立体ガード部の間に形成される空間
体積を増大させ、尿・便等の排泄物を保持する防漏溝を形成することにより、漏れ防止性
の高い吸収性物品を提供することを目的としている。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、液透過性を有する表面シートと、液不透過性を有する防漏シートと、これら
両シート間に介在された液保持性を有する吸収体とを備え、これらの幅方向の両側部に立
体ガード部とレッグフラップ部とが設けられ、このレッグフラップ部の幅方向の中間領域
に前後方向に沿って弾性部材が配置されている吸収性物品において、レッグフラップ部の
前後方向に沿って並行するように複数本の弾性部材がそれぞれ配置され、これら最内側の
弾性部材と最外側の弾性部材との間の領域に折り返し部が形成され、この折り返し部より
内側の弾性部材はレッグフラップ部を起立させ、立体ガード部の基部は表面シートに固定
されていることを特徴とする。
【０００６】
このような構成の本発明では、吸収性物品を身体に装着した際に、レッグフラップ部の折
り返し部が股下部の側部に当接した際に、レッグフラップ部の折り返し部より内側部分と
立体ガード部との間に断面略Ｖ字形状の防漏溝が安定的に形成されて排泄物保持空間を形
成するため、立体ガード部から漏れ出た尿・便等の排泄物を保持する作用がある。これに
加えて、レッグフラップ部の折り返し部より外側部分に弾性部材が配置されている場合に
は折り返し部が股下部に当接すると共に、折り返し部より外側のレッグフラップ部も股下
部に面接触させることで、排泄物が外部へ漏れ出るのを確実に防止することができる。
【０００７】
また、本発明は、レッグフラップ部の折り返し部より外側部分が裏面側に折り返されてい
ることが好ましい。このように折り返されている場合には、レッグフラップ部の折り返し
部より外側の部分が股下部に当接した状態で、レッグフラップ部の折り返し部より内側の
部分が股下部と所定の角度をなすように配置されるため、レッグフラップ部の折り返し部
より内側の部分と立体ガード部とで断面略Ｖ字形状の防漏溝を形成し易くする作用がある
。また、レッグフラップ部が裏面側に折り返されていることにより、装着時にレッグフラ
ップ部が股下部に入り込むことがなく、装着時にレッグ周りの装着状態を手直しするとい
う手間が大幅に改善される。
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【０００８】
さらに、本発明は、レッグフラップ部の前後方向に沿って並行するように複数本の弾性部
材がそれぞれ設けられ、折り返し部は最内側の弾性部材と最外側の弾性部材との間の領域
に設定されいることが好ましい。
【０００９】
このような構成とすることにより、レッグフラップ部に配置された複数本の弾性部材のう
ち折り返し部より外側に位置する弾性部材は、装着時に股下部側部に良好に当接すること
ができ、吸収性物品の密閉性を向上させる作用がある。また、レッグフラップ部に配置さ
れた複数の弾性部材のうち折り返し部より内側に位置する弾性部材は、レッグフラップ部
の折り返し部より内側に位置する部分の起立性を高めて、立体ガード部との間に断面略Ｖ
字形状の防漏溝が形成された状態を保持する作用がある。
【００１０】
また、本発明は、立体ガード部が液透過性材料で形成されていることが好ましい。このよ
うに立体ガード部を液透過性材料で形成することにより、立体ガード部と折り返し部より
内側のレッグフラップ部との間に溜まった尿などの液体を吸収体側へ逆吸収させることを
可能にする作用がある。
【００１１】
【発明の実施の形態】
図１，図２を用いて本実施形態の吸収性物品としての使い捨ておむつ１０の構成を説明す
る。この使い捨ておむつ１０は、図２に示すように、表面シートとしての液透過性シート
１１と、防漏シートとしての液不透過性シート１２と、これら両シート１１，１２間に介
在された略板状の吸収体１３とを備え、これらの幅方向の両側部に前後方向に沿って立体
ガード部１４とレッグフラップ部（サイドフラップ部）１５とが形成されている。
【００１２】
液透過性シート１１は、尿等の液体を吸収体１３側へ透過させる機能を有する材料でなる
。尚、この液透過性シート１１は、肌着に近い感触を有した材料であることが好ましい。
このような材料としては、例えば、織布、不織布及び多孔性フィルム等を用いることがで
きる。この他、液透過性シート１１としては、上記材料に予めアルキルリン酸エステルの
ような親水性化合物を全体に塗布し、周縁を温水で洗浄することにより、この液透過性シ
ート１１の周縁部に撥水処理を施し、この周縁部における尿等の滲みによる漏れを防止す
る機能を付加したものが好ましい。
【００１３】
また、液不透過性シート１２としては、例えば熱可塑性樹脂にフィラーを加えて延伸し、
蒸気を透過させる透湿性を持つシート材や、肌着に近い感触を有した例えば強撥水性の不
織布、フィルムと不織布との複合材シートや、フィルムと織布との複合材等を用いる。
【００１４】
上記液透過性シート１１及び液不透過性シート１２はそれぞれ吸収体１３よりも大きい外
形寸法を有し、これら両シート１１，１２間に吸収体１３が挾持固定されている。
【００１５】
吸収体１３は、例えば解織パルプを主材として高分子吸水ポリマーを併用したものや、熱
可塑性樹脂、セルロース繊維及び高分子吸水ポリマーの混合物に熱処理を施したもの等を
用いることが好ましい。この他、吸収体１３の材料としては高分子ポリマーとパルプとを
混合したものを用いてもよい。この場合、上記した高分子吸水ポリマーは、吸収体１３の
上層と中層及び下層の何れの位置に存在してもよい。また、上記した高分子吸水ポリマー
としては、自重の２０倍以上の液体を吸収して保持し得る保持性能を有し、ゲル化する性
能を有する粒状のものが好ましい。このような高分子ポリマーとしては、例えばデンプン
－アクリル酸（塩）グラフト共重合体、デンプン－アクリロニトリル共重合体のケン化物
、ナトリウムカルボキシメチルセルロースの架橋物、アクリル酸（塩）重合体等を用いる
ことが好ましい。
【００１６】
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また、図１に示すように、使い捨ておむつ１０の前側端縁部には前側ウエストギャザー１
６が端縁に沿って設けられている。この前側ウエストギャザー１６の近傍には該前側ウエ
ストギャザー１６に沿って止着部１７が幅方向に亙って形成されている。一方、使い捨て
おむつ１０の後側端縁部には、背側（後側）ウエストギャザー１８が端縁に沿って設けら
れている。この背側ウエストギャザー１８の近傍には該背後側ウエストギャザー１８に沿
って背側伸縮部１９が設けられ、この背側伸縮部１９の幅方向の両端部には、側方に突出
するように一対のテープファスナー２０，２０がそれぞれ設けられている。
【００１７】
レッグフラップ部１５は立体ガード部１４の幅方向両側位置に形成されている。このレッ
グフラップ部１５は、立体ガード部１４を形成するシート２２と液不透過性シート１２及
び外層シート２７とが積層されてなる。また、このレッグフラップ部１５には、両シート
２２，１２間に長手方向に沿って３本の紐状の弾性部材２１Ａ，２１Ｂ，２１Ｃが介在さ
れている。これら３本の弾性部材２１Ａ，２１Ｂ，２１Ｃのうち折り返し部２３（図１中
一点鎖線で示す）の内側に配置された弾性部材２１Ａが防漏溝形成用弾性部材となってお
り、折り返し部２３の外側に配置された弾性部材２１Ｂ，２１Ｃがレッグギャザー形成用
弾性部材となっている。
【００１８】
特に、本実施形態では、このレッグフラップ部１５の基部側に最も近い位置にある防漏溝
形成用弾性部材２１Ａと、中間に位置するレッグギャザー形成用弾性部材２１Ｂとの間に
、前後方向（長手方向）に沿って直線状に折り返し部２３が形成されている。図２に示す
ように、レッグフラップ部１５の先端側の部分は、この折り返し部２３でレッグフラップ
部１５の裏面側へ折り返されている。尚、図１は使い捨ておむつ１０を展開した状態であ
り、レッグフラップ部１５を折り返し部２３で折り返していない状態を示すが、本実施形
態では、図２に示すように、レッグフラップ部１５が一対の折り返し部２３，２３でそれ
ぞれ裏側へ折り返されている。そして、このようにレッグフラップ部１５が折り返された
状態で折り畳まれ、梱包されている。
【００１９】
尚、折り返し部２３は、具体的には基部に最も近い防漏溝形成用弾性部材２１Ａと中間に
位置するレッグギャザー形成用弾性部材２１Ｂとの間の領域のシート材を折り曲げた後、
加圧して形成されている。この他に、折り返し部２３を形成する部分のシートに加熱処理
を施して折り返し形状を付加してもよい。
【００２０】
また、レッグフラップ部１５の基部からは、図２に示すように、吸収体１３の幅方向内側
に向けて、液透過性シート材でなる立体ガード部１４が吸収体１３の表面の液透過性シー
ト１１に沿うように形成されている。この立体ガード部１４の基部１４ａは、例えば接着
剤等の固定手段２４により液透過性シート１１に固定されており、その先端縁１４ｂには
立体ギャザー弾性部材２５が内包されている。
【００２１】
このような構成の使い捨ておむつ１０を身体（図中一点鎖線で示す）に装着すると、図３
に示すように、レッグフラップ部１５における折り返し部２３より外側（先端側）の部分
は身体にフィットし、折り返し部２３より基部側（内側）の部分は該折り返し部２３から
下方へ垂下したような状態となる。このとき、立体ガード部１４の先端縁１４ｂに設けら
れた立体ギャザー弾性部材２５は、立体ガード部１４の先端縁１４ｂを股下部に当接する
ようにテンションを与えて、吸収体１３から立ち上がるような状態となる。このような状
態では、図３に示すように、立体ガード部１４とレッグフラップ部１５の折り返し部２３
より内側の部分との間で断面が略Ｖ字形状の防漏溝２６が形成される。この防漏溝２６は
立体ガード部１４を越えた尿や便等の排泄物を溜める作用がある。また、このように防漏
溝２６に溜まった尿などの液体は、再度立体ガード部１４を透過して吸収体１３に逆吸収
される。
【００２２】
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また、折り返し部２３より内側の弾性部材２１Ａはレッグフラップ部１５を起立させ、防
漏溝２６の形成に寄与する。さらに、折り返し部２３より外側の弾性部材２１Ｂ，２１Ｃ
は股下部のフィット性の向上に寄与し、従来のレッグギャザーの役割を果たす。
【００２３】
さらに、レッグフラップ部１５の先端部分は折り返し部２３でレッグフラップ部１５の表
面側に折り返されていてもよい。このような状態では、図４に示すように、立体ガード部
１４とレッグフラップ部１５の折り返し部２３より内側の部分との間で略Ｖ字形状の防漏
溝２６が形成される。但し、防漏溝２６が深く防漏効果が高いこと、又は装着性に優れて
いることからレッグフラップ部１５の先端部分は折り返し部２３でレッグフラップ部１５
の裏面側に折り返されていることが好ましい。
【００２４】
また、立体ガード部１４の耐水圧は表面シートとしての液透過性シート１１の耐水圧より
も大きいこととする。さらに、立体ガード部１４の耐水圧は１～２５ｇ／ｃｍ２が好まし
く、３～２０ｇ／ｃｍ２がより好ましい。
【００２５】
次に、立体ガード部１４の耐水圧の測定方法を図５に示す。即ち、立体ガード部１４の耐
水圧は、図５に示すように、内径Ｒが約３．５ｃｍで、断面積が９．６ｃｍ２の２つ円筒
管１０１，１０１′でゴムパッキン１０２，１０２′を介して立体ガード部１４の形成材
料１１０を挾み、これら円筒管１０１とゴムパッキン１０２と立体ガード部１４の形成材
料１１０とゴムパッキン１０２′及び円筒管１０１′を図示しないクランプで固定し、更
に上方の円筒管１０１の上端にチューブ１０３を設けてなる測定装置１００を用いて測定
する。
【００２６】
そして、上記チューブ１０３により、１分間に４ｇの注入速度で生理食塩水Ｍを円筒管１
０１内に入れてゆき、該生理食塩水Ｍが不織布１１０を通って下の円筒管１０１′に漏れ
るまでの時間を測定する。得られた時間のデータを下記の測定式に代入して、耐水圧を求
めた。
【００２７】
耐水圧（ｇ／ｃｍ２）＝測定時間（秒）×（４ｇ／６０秒）／９．６ｃｍ２

生理食塩水Ｍはイオン交換水にＮａＣｌを０．９％溶解して作製した。また、立体ガード
部１４が積層糸からなる場合には積層糸において上記測定を行う。さらに、立体ガード部
１４の内部において耐水圧の異なる部分が混在する場合にはそれぞれの部位の耐水圧を測
定し、最も小さい耐水圧を測定値とする。
【００２８】
本実施形態の使い捨ておむつ１０では、前述したようにレッグフラップ部１５を折り返し
部２３で折り返しているため、装着時に立体ガード部１４とレッグフラップ部１５の折り
返し部２３より内側の部分との間に防漏溝２６が形成されて尿や便等の排泄物を溜めるこ
とができる。また、この防漏溝２６に一時的に溜まった液体が再度吸収体１３側へ逆吸収
されるため、液体が使い捨ておむつ１０の外側へ漏れ出すのを防止することができる。こ
れに加えて、レックフラップ部１５の折り返し部２３より外側の部分には、レッグギャザ
ー形成用弾性部材２１Ｂ，２１Ｃが配されているため、股下部にフィットしており、この
ようなフィット作用によっても、確実に尿・便等の漏れを防止することができる。立体ガ
ード部１４の起立性を高め、より防漏効果の高い防漏溝２６を形成するために立体ギャザ
ー弾性部材２５は複数本配置することが好ましい。
【００２９】
以上、実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、構成の要
旨に付随する各種の変更が可能である。例えば、前記実施形態では、レッグフラップ部１
５に３本の弾性部材２１Ａ，２１Ｂ，２１Ｃを設けたが、１本以上の弾性部材を備える構
成であればよい。また、折り返し部２３はレッグフラップ部１５に配置された１本以上の
防漏溝形成用弾性部材の外側領域に前後方向に沿って形成されるものであれば、前記実施
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形態に限定されるものではない。但し、股下からの漏れ防止性能の向上の観点から、折り
返し部２３の外側に複数本のレッグギャザー形成用弾性部材が配置されていることが好ま
しい。なお、立体ガード部１４はおむつ長手方向の両端部において幅方向内側で本体に固
定されていてもよいし、幅方向外側で本体に固定されていてもよい。また、立体ギャザー
弾性部材２５は１本であってもよい。さらに、防漏溝形成用弾性部材及びレッグギャザー
形成用弾性部材が所定幅を有する場合には、防漏溝形成用弾性部材及びレッグギャザー形
成用弾性部材上に折り返し部が形成されていてもよい。
【００３０】
また、前記実施形態では、本発明を使い捨ておむつ１０に適用して説明したが、例えば生
理用ナプキンや失禁パッド等の各種の吸収性物品に適用できることは勿論である。
【００３１】
【発明の効果】
　以上の説明から明らかなように、請求項１記載の発明によれば、吸収性物品を身体に装
着した際に、レッグフラップ部の折り返し部が股下部の側部に当接した際に、レッグフラ
ップ部の折り返し部より内側部分と立体ガード部との間に断面略Ｖ字形状の防漏溝が安定
的に形成されて液体保持空間を形成するため、立体ガード部から漏れ出た尿・便等の排泄
物を保持する効果がある。これに加えて、レッグフラップ部の折り返し部より外側部分に
弾性部材が配置されている場合には、折り返し部が股下部に当接すると共に、折り返し部
より外側のレッグフラップ部も股下部に面接触することで、排泄物が外部へ漏れ出るのを
確実に防止する効果を有する。特に、レッグフラップ部に配置された複数本の弾性部材の
うち折り返し部より外側に位置する弾性部材は、装着時に股下部側部に良好に当接するこ
とができ、吸収性物品の密閉性を向上させる効果がある。また、レッグフラップ部に配置
された複数の弾性部材のうち折り返し部より内側に位置する弾性部材は、レッグフラップ
部の折り返し部より内側に位置する部分の起立性を高めて、立体ガード部との間に断面略
Ｖ字形状の防漏溝が形成された状態を保持する効果がある。
【００３２】
請求項２記載の発明によれば、レッグフラップ部の折り返し部より外側の部分が股下部に
当接した状態で、レッグフラップ部の折り返し部より内側の部分が股下部と所定の角度を
なすように配置されるため、レッグフラップ部の折り返し部より内側の部分と立体ガード
部とで断面略Ｖ字形状の防漏溝を形成し易くする効果がある。また、装着時にレッグフラ
ップ部が股下部に入り込むことがなく、装着時にレッグ周りの装着状態を手直しするとい
う手間が大幅に改善される。
【００３３】
　請求項３記載の発明によれば、レッグフラップ部の折り返し部より内側部分と立体ガー
ド部との間に断面略Ｖ字形状の防漏溝を形成したことにより、この断面略Ｖ字形状の防漏
溝で液体保持空間を常に安定的に形成することができ、立体ガード部から漏れ出た尿・便
等の排泄物を確実に保持することができる。
【００３４】
請求項４記載の発明によれば、立体ガード部と折り返し部より内側のレッグフラップ部と
の間に溜まった液体を吸収体側へ逆吸収させることができ、液体を確実に吸収体に捕捉さ
せることができ、信頼性の高い吸収性物品を実現する効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る吸収性物品を使い捨ておむつに適用した実施形態の展開状態を示す
平面図である。
【図２】本発明の実施形態の使い捨ておむつの装着前の通常状態を示す断面図である。
【図３】本発明の実施形態の使い捨ておむつの使用状態を示す概略断面図である。
【図４】本発明の実施形態の使い捨ておむつの使用状態を示す概略断面図である。
【図５】本発明の実施形態の使い捨ておむつの耐水圧の測定方法を示す説明図である。
【図６】従来の使い捨ておむつの装着前の通常状態を示す断面図である。
【図７】従来の使い捨ておむつの使用状態を示す概略断面図である。
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【符号の説明】
１０　使い捨ておむつ（吸収性物品）
１１　液透過性シート（表面シート）
１２　液不透過性シート（防漏シート）
１３　吸収体
１４　立体ガード部
１５　レッグフラップ部
２１Ａ　防漏溝形成用弾性部材
２１Ｂ，２１Ｃ　レッグギャザー形成用弾性部材
２３　折り返し部
２６　防漏溝

【図１】 【図２】
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【図７】
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